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１．本年度の研究成果 
たばこ対策について、「健康日本２１」「がん対策推進基本計画」など上位レベルの

プログラムについては国が推進及び評価を担当するものの、地方自治体での個別プロ

ジェクトについては、評価や事例の共有がなされることは少ない。そこで、本研究で

は、地域レベルでのたばこ対策に関する事例把握、評価、フィードバック及び普及に

ついて、分野横断的に検討し、地域におけるたばこ対策を体系的に推進するための枠

組みを構築することを目的にする。本研究は、以下の 3 つの柱に沿って実施した。 
１）地域におけるたばこ対策の状況把握と一般化に関する研究 
全国の複数のフィールドを対象に、たばこ対策を先進事例について情報収集と分析

を行った。神奈川県では、月 1 回の研究会をもとに、WHO による評価法、PDM（プ

ロジェクト・デザイン・マトリクス）による評価法等によって、各保健所のノウハウ

の集約作業を行った。京都府、和歌山県、奈良県、山口県、沖縄県等の先進的事例に

ついても基本的な情報収集を行い、総括的にまとめ、成功要因と失敗要因を分析し、

他の地域への応用と一般化に向けた準備を行った。 
２）地域におけるたばこ対策の立案・実施・評価支援に関する研究 
具体的な対策の実施と評価について、各分担研究者のフィールドを用いて、歯科診

療所における禁煙指導の推進に向けた実態調査；歯科従事者によるたばこ対策による

健康増進策の実施および他職種との連携の支援かつ推進に関する研究；インターネッ

トを活用した禁煙支援、特にコミュニティの形成と地域特性を踏まえた適応方策に関

する研究；OTC 薬を利用した医療機関・薬局・保健所等の禁煙支援ネットワーク；地

域における検診に付随させた禁煙支援；学会等を用いたプライマリケアでの禁煙指導

推進の講習会のあり方に関する研究等を実施した。また、米国疾病予防センター（CDC）

のたばこ対策マニュアルをもとに、わが国における地域におけるたばこ対策の進め方

に関するガイドライン（案）の作成を進めた。 
３）たばこ対策をめぐる社会経済的側面に関する研究 
学校敷地内禁煙の実態とその背景要因の検討；ステークホルダーから見た企業の社

会的責任として自動販売機の規制の必要性や生業に関わる反禁煙組織との対話の必要

性に関する研究；米国ワシントン州における受動喫煙防止政策ならびに神奈川県受動

喫煙防止条例の背景分析；小中学校の喫煙への対人環境の影響と喫煙教育効果に関す

る定量的な分析；大学生のたばこに対するリスク認知の研究等を通じて、たばこ対策

の社会的側面、それらをもとにした生涯を通じた禁煙教育、効果的なたばこ対策のあ

り方について検討した。大学キャンパスを通じた禁煙促進キャンペーンをデザインす



るとともに、喫緊の課題として、タスポ導入が未成年者の喫煙行動に与える影響につ

いて調査を行った。 
なお、沖縄県および山口県で自治体等の担当者に対する研修会（研究推進事業）を

実施し、研究成果の公表と還元を行った。 
 
２．前年までの研究成果 
 「状況把握と一般化に関する研究」では、今年度の研究のベースとなる基礎資料と

して、全国の先進事例の洗い出しと基礎情報の収集や担当者へのヒアリングを行った。

「立案・実施・評価支援に関する研究」「社会経済的側面に関する研究」では、介入

のためのサーベイやデザイン設計、本調査のための予備調査の実施等を行い、今年度

の研究に継続させた。 
 
３．研究成果の意義・今後の発展性 
たばこ対策は、先進的に進められている自治体もあるが、地域による温度差が大き

い。本研究の成果は地域におけるたばこ対策の底上げを図り、国の進める「健康日本

２１」「がん対策推進基本計画」等で掲げられている喫煙率低下に貢献することが期待

できる。次年度は最終年度として、各分担者の研究を取りまとめ、地域のたばこ対策

を効果的に進めるための枠組みを提示する。また、今年度予備的に行った研修会を複

数の地域と国立保健医療科学院等で開催し、研究成果を広く還元する。 
 
４．倫理面の配慮 
実態調査の実施等、個人を対象とした調査を実施する場合については、基本的に国

立保健医療科学院あるいは分担研究者の所属機関に事務局を設置し、各施設の倫理審

査委員会に諮るものとした。ほか、自治体等団体への調査についても、問い合わせ、

連絡用途以外の個人情報は要求しないなど配慮した。 
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